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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオイベントを拡充するために使用されるメディアプレゼンテーションを、このメデ
ィアプレゼンテーションが前記ビデオイベントの放送と同時に配信チャネルに配信される
ように、アセンブルして配信する双方向情報システムにおいて、
　放送が予定されたイベントのプレイリストをモニタし、かつ、新たなビデオイベントを
識別するイベント識別子を含むとともに当該新たなビデオイベントの前記プレイリストへ
の登録を示すオンホライズントリガーと、第１の配信チャンネルでの第１の端末機へのビ
デオイベントの放送開始を示すオンエアトリガーと、を生成するように構成された放送タ
イミングサーバと、
　前記オンホライズントリガーに応答して第１及び第２のメディアプレゼンテーションを
アセンブルし、かつ、前記オンエアトリガーが前記新たなビデオイベントに対応する場合
に当該オンエアトリガーに応答し、前記新たなビデオイベントに同期して、前記第１のメ
ディアプレゼンテーションを第２の端末機のための第２の配信チャネルに配信するととも
に前記第２のメディアプレゼンテーションを第３の端末機のための第３の配信チャネルに
配信するメディアプレゼンテーションエンジンと、
を具備することを特徴とする双方向情報システム。
【請求項２】
　前記メディアプレゼンテーションエンジンは、前記新たなビデオイベントに関連する前
記メディアプレゼンテーションを特定するスクリプトを検索するために、前記イベント識
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別子でメディアコンテンツデータベースに問い合わせるよう構成されていることを特徴と
する請求項１に記載の双方向情報システム。
【請求項３】
　前記スクリプトは、前記新たなビデオイベントに関連するメディア要素を特定し、前記
メディアプレゼンテーションエンジンは、前記スクリプトによって特定されたメディア要
素から前記第１及び前記第２のメディアプレゼンテーションをアセンブルするために前記
スクリプトを使用するよう構成されていることを特徴とする請求項２に記載の双方向情報
システム。
【請求項４】
　前記メディアプレゼンテーションエンジンは、更に、少なくとも１つのタイマを前記メ
ディア要素と結び付け、前記オンエアトリガーが前記新たなビデオイベントに対応する場
合に当該オンエアトリガーに応答して前記少なくとも１つのタイマを開始するよう構成さ
れていることを特徴とする請求項３に記載の双方向情報システム。
【請求項５】
　前記メディアプレゼンテーションエンジンは、更に、前記タイマによって決められた時
間に前記メディア要素の少なくとも一部を配信するよう構成されていることを特徴とする
請求項４に記載の双方向情報システム。
【請求項６】
　前記メディアプレゼンテーションエンジンは、更に、前記タイマによって決められた時
間に動的データソースから１つ又は複数の前記メディア要素を検索するよう構成されてい
ることを特徴とする請求項４に記載の双方向情報システム。
【請求項７】
　前記メディアプレゼンテーションエンジンから前記第１及び前記第２のメディアプレゼ
ンテーションを受信し、前記新たなビデオイベントの放送が開始されるまで前記第１及び
前記第２のメディアプレゼンテーションを記憶するメディアコンテンツキャッシュを更に
具備することを特徴とする請求項１に記載の双方向情報システム。
【請求項８】
　前記メディアプレゼンテーションエンジンは、前記第１及び前記第２のメディアプレゼ
ンテーションがアセンブルされたら直ぐに前記メディアコンテンツキャッシュに前記メデ
ィアプレゼンテーションを記憶し、前記新たなビデオイベントに対応するオンエアトリガ
ーが受信されたら前記第１及び前記第２のメディアプレゼンテーションを前記それぞれの
配信チャネルに転送するよう構成されていることを特徴とする請求項７に記載の双方向情
報システム。
【請求項９】
　前記放送タイミングサーバは、前記プレイリストの現在のバージョンを毎秒１回検索す
ることによって前記プレイリストをモニタすることを特徴とする請求項１に記載の双方向
情報システム。
【請求項１０】
　前記放送タイミングサーバは、前記プレイリストの現在のバージョンを前記プレイリス
トの以前のバージョンと比較することによって前記プレイリストの変更を確認することを
特徴とする請求項９に記載の双方向情報システム。
【請求項１１】
　前記プレイリストは、放送運営センターによって作成されることを特徴とする請求項１
に記載の双方向情報システム。
【請求項１２】
　第１及び第２のメディアプレゼンテーションを複数の配信チャネルへそれらの配信がイ
ベントの放送と同時になるようにアセンブルして配信する方法において、
　放送の予定が組まれたイベントのプレイリストに新たなイベントが登録されたことを知
らせる第１の通知を受信するステップと、
　前記第１の通知に応答して第１及び第２のメディアプレゼンテーションをアセンブルす
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るステップと、
　第１の配信チャネルでの第１の端末機への前記新たなイベントの放送が始まったことを
知らせる第２の通知を受信するステップと、
　前記第２の通知を受信したら直ぐに、前記新たなイベントに同期して、前記第１のメデ
ィアプレゼンテーションを第２の端末機のための第２の配信チャネルに配信し、前記第２
のメディアプレゼンテーションを第３の端末機のための第３の配信チャネルに配信するス
テップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記第１及び第２のメディアプレゼンテーションの配信は、同時に行われることを特徴
とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の配信チャネルは、前記イベントの放送信号を配信するために使用される第１
のプラットフォームに関連し、前記第２の配信チャネルは、前記第１のメディアプレゼン
テーションの放送信号を配信するために使用される第２のプラットフォームに関連するこ
とを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１及び第２のメディアプレゼンテーションを配信するステップは、前記第１のメ
ディアプレゼンテーションを前記第２の配信チャネルに関連する第１のアプリケーション
プログラムインタフェースに配信するステップと、前記第２のメディアプレゼンテーショ
ンを前記第３の配信チャネルに関連する第２のアプリケーションプログラムインタフェー
スに配信するステップとを含むことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記イベントは、第１のビデオ伝送プラットフォームを通じて放送され、前記第１のメ
ディアプレゼンテーションは、第２のビデオ伝送プラットフォームを通じて放送されるこ
とを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、双方向情報システム、特に、同期したメディアプレゼンテーション
（media presentation）を動的に生成配信するためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　双方向テレビ（Interactive television：ＩＴＶ）は、双方向情報システムとして知ら
れる振興技術の一形態である。ＩＴＶの場合、双方向システムは、テレビ視聴者の視聴体
験を拡充させるために使用される。一般的に、斯かる拡充（enhancement）は、テレビ番
組に付随した旧来の映像に伴うテキスト又はグラフィックイメージの形態にあるメディア
から来ている。この技術は、テレビネットワーク（テレビ網）又はテレビコンテンツの他
のプロバイダがテレビ受像機を新たなサービス及びマーケティング機会の手段として使用
することを可能にする。
【０００３】
　テレビ受像機に接続されたセットトップボックス（set-top box）は、テレビ受像機の
双方向機能を制御する。セットトップボックスは、放送サービスプロバイダによって送信
された信号を受信し、拡充したテレビコンテンツを放送フィードから分離し、その信号の
それぞれの部分を復元する。セットトップボックスは、拡充したコンテンツを使用して、
例えば、放送情報がテレビ受像機に伝送されると同時にアプリケーションを実行する。セ
ットトップボックスは、その情報をテレビ受像機に伝送する前に放送フィードを拡充した
コンテンツから生成された双方向グラフィックス又はオーディオと組み合わせる場合があ
る。双方向グラフィックス及びオーディオは、視聴者に追加情報を提示する、或いは視聴
者に入力を促す場合がある。また、セットトップボックスは、モデム接続を通じて視聴者
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入力又は他の情報を放送サービスプロバイダに提供する場合がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　今日存在するＩＴＶといった双方向情報システムの１つの問題は、放送信号を拡充する
ために使用されるメディア（放送信号を拡充するために使用されるメディアは、ここでは
“メディアプレゼンテーション”と称される）を放送信号と同期させる難しさにある。こ
のプロセスは、多くの場合に、手作業で放送運営センター（Broadcast Operations Cente
r：ＢＯＣ）からエンジニアがメディアプレゼンテーションの配信者に電話して放送の開
始を口頭でカウントダウンすることが必要とされる。エンジニアからの“ゴー（ｇｏ）”
信号を受信すると、配信者は、メディアプレゼンテーションの伝送を開始し、そのプレゼ
ンテーションが放送信号と同期して流れることを望む。しかし、エンジニアとメディア配
信者との間の通信に間違いが生じた場合には、或いは放送信号に予期しない中断が生じた
場合には、メディアプレゼンテーションは、放送信号との同期を損なう。
【０００５】
　メディアプレゼンテーションを放送信号と同期させることへの別の既知のアプローチは
、放送テープにトリガーを加えることである。放送テープが示されると、そのテープの中
のトリガーは、装置、通常はコンピュータ、に読み出され、メディアプレゼンテーション
を追跡してそれと放送信号との同期を保つアプリケーションにフィードされる。更に別の
アプローチでは、ＩＴＶ対応のセットトップボックスは、メディアプレゼンテーションを
放送フィードにそれが読み出されるところに物理的に埋め込む。
【０００６】
　これらのアプローチの何れのアプローチも、メディアプレゼンテーションが放送信号と
物理的に結びつけられるという問題がある。このため、メディアプレゼンテーション及び
／又は放送のトリガーが一旦信号に埋め込まれると、放送信号を拡充するために使用され
るメディアを追加又は変更することは誰にとっても難しい。もう１つの問題は、与えられ
たテレビ番組の複数のバージョン若しくは複数の編集が多くの場合に存在し、放送トリガ
ー及びメディアプレゼンテーションは、個別にそれぞれの編集を保存するために使用され
るビデオテープに埋め込まれなければならないということである。
【０００７】
　双方向情報システムの別の知られている問題は、テレビ番組編成においてコマーシャル
又は他の中断を入れるためにメディアプレゼンテーションを開始、停止する問題である。
コマーシャル料を支払う広告業者は、コマーシャルが放送されている間にメディア拡充に
よって視聴者の気を逸らしたくないので、拡充型ビデオシステムのプロバイダは、一般に
、コマーシャル中断中にはメディアプレゼンテーションを流さない。この問題に対処する
ために使用されてきた１つの方法は、事前に設定された時間にメディアプレゼンテーショ
ンを開始、停止するようプログラムされたアプリケーションを作成することである。しか
し、実際には、これは効率を制限し、１時間以上続くテレビ番組にはほとんど機能しない
ことが明らかになっている。それだけでなく、このアプローチは、放送信号の予期しない
中断によってメディアプレゼンテーションが放送信号との同期を損なう場合には、エラー
を起こしやすい。
【０００８】
　以上のことから、当該技術分野において、放送信号と同期したメディアプレゼンテーシ
ョン、又はそのプレゼンテーションが拡充するよう設計された他のメディアフォーマット
を生成配信するシステム及び方法の必要性が認識されている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　同期したメディアプレゼンテーションを動的に生成配信するためのシステム及び方法が
開示される。本発明は、拡充されるメディアプレゼンテーションの自動化した検索、アセ
ンブル（組み立て）及びフォーマッティングと、そのメディアプレゼンテーションの同期



(5) JP 4782013 B2 2011.9.28

10

20

30

40

50

的な配信を提供する。拡充コンテンツ（enhancing content）は、その配信が放送信号又
は他のメディアプログラム（media program）と同時になるよう同期され、それは拡充コ
ンテンツが物理的にそのメディアプログラムと結びつけられることを要求することなく拡
充するよう設計される。本発明の別の特徴は、拡充コンテンツのアセンブル及び同期化が
配信チャネル及び拡充したコンテンツを実行又は表示するために使用されるプラットフォ
ーム（platform）に依存しないという点にある。結果として、拡充コンテンツは、セット
トップボックス，パーソナルコンピュータ，パーソナルビデオレコーダ，オーディオシス
テム，又はメディアプログラムをユーザに配信するために使用される他のプラットフォー
ム、のためにフォーマットされる。
【００１０】
　上記課題を解決するための手段の本発明の１つの具体的な形態として、ビデオイベント
を拡充するために使用されるメディアプレゼンテーション（media presentation）をその
メディアプレゼンテーションが前記ビデオイベントの放送と同時に配信チャネルへ配信さ
れるようにアセンブル（組み立て）して配信する双方向情報システムが開示される。この
形態において本システムは、放送の予定が組まれたイベントのプレイリストをモニタし、
新たなビデオイベントが前記プレイリストに登録されたことを示すオンホライズントリガ
ー（on-horizon trigger）と前記新たなビデオイベントの放送が始まったことを示すオン
エアトリガー（on-air trigger）とを生成するように構成された放送タイミングサーバ（
broadcast timing server）と、前記オンホライズントリガーに応答して前記メディアプ
レゼンテーションをアセンブルし、前記オンエアトリガーに応答してそのメディアプレゼ
ンテーションを前記配信チャネルに配信するメディアプレゼンテーションエンジン（medi
a presentation engine）とを含む。
【００１１】
　本発明の別の形態において、前記オンホライズントリガーは、前記新たなビデオイベン
トを特定するイベント識別子を含み、前記メディアプレゼンテーションエンジンは、前記
新たなビデオイベントに関連するスクリプトを検索するために前記イベント識別子でメデ
ィアコンテンツデータベースに問い合わせるよう構成される。
【００１２】
　本発明の更に別の形態において、前記メディアプレゼンテーションエンジンは、更に、
タイマを前記メディア要素と結び付け、前記オンエアトリガーに応答してそのタイマを開
始してそのメディア要素がタイマによって決められた時間に配信されるように構成される
。一例として、前記メディアプレゼンテーションエンジンは、タイマによって決められた
時間に動的データソースからメディア要素を検索する。
【００１３】
　本発明の別の形態では、複数のメディアプレゼンテーションを複数の配信チャネルへそ
れらの配信がイベントの放送と同時に行われるようアセンブルして配信する方法が開示さ
れる。この方法は、放送の予定が組まれたイベントのプレイリストに前記イベントが登録
されたことを知らせる第１の通知を受信するステップと、前記通知に応答して第１及び第
２のメディアプレゼンテーションをアセンブルするステップと、前記イベントの放送の始
まったことを知らせる第２の通知を受信したら直ぐに、第１のメディアプレゼンテーショ
ンを第１の配信チャネルに配信し、第２のメディアプレゼンテーションを第２の配信チャ
ネルに配信するステップと、を含む。
【００１４】
　本発明の更に別の形態では、前記第１の配信チャネルは、第１のプラットフォームに関
連し、前記第２の配信チャネルは、第１のプラットフォームとは異なる第２のプラットフ
ォームに関連する。加えて、この方法は、前記第１のメディアプレゼンテーションを前記
イベントの放送と組み合わせて第１の拡充した放送信号を生成し、前記第２のメディアプ
レゼンテーションを使用して第２の拡充した放送信号を生成するステップを更に含むこと
ができる。
【００１５】
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　本発明の別の形態において、メディアプレゼンテーションを配信チャネルへイベントの
放送と同時になるようアセンブルして配信する方法が開示される。この方法は、前記イベ
ントに関連するイベント識別子を含んでおり前記イベントの放送の予定が組まれているこ
とを示すオンホライズントリガーを受信するステップと、前記イベントと放送されること
になっている１つ又は複数のメディア要素を特定するスクリプトを捕捉するために前記イ
ベント識別子でメディア要素のデータベースに問い合わせるステップと、前記１つ又は複
数の特定されたメディア要素に少なくとも部分的に基づいてメディアプレゼンテーション
をアセンブリするステップと、前記イベントの放送が開始されたことを知らせる通知を受
信したら直ぐにアセンブリされメディアプレゼンテーションを前記配信チャネルに配信す
るステップとを含む。
【００１６】
　本発明の別の形態において、前記メディアプレゼンテーションをアセンブリするステッ
プは、更に、メディアコンテンツデータベースから前記メディア要素を検索するステップ
と、前記メディア要素を前記配信チャネル用にフォーマットするステップと、前記メディ
ア要素をキャッシュに記憶するステップとに分かれる。また１つの形態として、前記アセ
ンブリされたメディアプレゼンテーションを配信するステップは、前記イベントの放送が
始まったことを知らせる通知を受信するステップと、前記通知を構文解析して前記イベン
トに対するオンエアイベント識別子を捕捉するステップと、前記イベントに関連する前記
メディアプレゼンテーションを特定するために前記オンエアイベント識別子で前記キャッ
シュに問い合わせるステップと、前記メディアプレゼンテーションを前記キャッシュから
前記配信チャネルへ転送するステップとを含む。
【００１７】
　本発明の更に別の形態において、前記アセンブリされたメディアプレゼンテーションを
配信するステップは、前記イベントの放送が始まったことを知らせる通知を受信するステ
ップと、前記通知を構文解析してオンエアイベント識別子を捕捉するステップと、前記メ
ディアプレゼンテーションを特定するために前記オンエアイベント識別子で前記キャッシ
ュに問い合わせるステップと、動的データソースから１つ又は複数の動的メディア要素を
捕捉するステップと、前記動的メディア要素を前記キャッシュされたメディア要素と併合
（merge）するステップと、前記メディアプレゼンテーションを前記キャッシュから前記
配信チャネルへ転送するステップとを含む。
【００１８】
　本発明の別の形態において、ビデオイベントを拡充するためにメディアを使用し、その
拡充メディアを前記ビデオイベントの放送と同時になるよう配信チャネルに配信する方法
であって、放送の予定が組まれたイベントのプレイリストに前記ビデオイベントが登録さ
れたことを知らせる通知を受信するステップと、前記ビデオイベントに関連する複数のス
クリプトを検索するステップと、前記ビデオイベントの放送に使用するために前記複数の
スクリプトの中から１つのスクリプトを選ぶステップと、前記選ばれたスクリプトに関連
するメディアプレゼンテーションをアセンブリするステップと、前記メディアプレゼンテ
ーションを前記ビデオイベントの放送と同時に前記配信チャネルへ配信するステップとを
含む方法が開示される。１つの形態として、前記複数のスクリプトはそれぞれ異なるメデ
ィアプレゼンテーションを特定する。
【００１９】
　本発明の別の形態において、テレビネットワークに放送される予定が組まれたイベント
についてメディアプレゼンテーションを同期させ、そのメディアプレゼンテーションを前
記テレビネットワークに関連した配信チャネルを通じてそのテレビネットワークに配信す
る方法であって、前記イベントに対するイベント識別子を捕捉するステップと、前記イベ
ント識別子に関連する１つ又は複数のメディア要素を特定するためにメディア要素のデー
タベースに問い合わせるステップと、前記特定されたメディア要素に少なくとも部分的に
基づいて前記メディアプレゼンテーションをアセンブリするステップと、前記メディアプ
レゼンテーションをキャッシュするステップと、前記イベントの放送が始まったことを知
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らせる通知に応答して前記メディアプレゼンテーションを前記配信チャネルへ転送するス
テップとを含む方法が開示される。
【００２０】
　本発明の別の形態として、ビデオイベントの放送の開始と同時になるようメディアプレ
ゼンテーションを配信チャネルに配信することによってそのビデオイベントを拡充する方
法であって、放送の予定が組まれたビデオイベントのプレイリストに前記ビデオイベント
が登録されたことを知らせる通知を受信するステップと、前記ビデオイベントに関連した
スクリプトであって、静的な部分と動的な部分とを含む前記ビデオイベントに関連したメ
ディアプレゼンテーションを記述するスクリプトを検索するステップと、前記メディアプ
レゼンテーションの前記静的な部分をアセンブリするステップと、前記静的な部分をメモ
リ領域に記憶するステップと、前記ビデオイベントの放送が始まったことを知らせる通知
に応答して前記メディアプレゼンテーションの前記動的な部分を検索するステップと、前
記メディアプレゼンテーションの前記静的な部分及び前記動的な部分を前記配信チャネル
に配信するステップとを含む方法が開示される。
【００２１】
　別の形態として、前記メディアプレゼンテーションの動的な部分を検索するステップは
、動的データソースからＸＭＬフィード（XML Feed）を検索することを含み、そのプロセ
スは更に、前記ＸＭＬフィードを構文解析して前記スクリプトにおいて参照される１つ又
は複数のメディア要素を捕捉するステップと、前記スクリプトにおいて参照される前記メ
ディア要素とそれらのメディア要素の表示の仕方を記述するメディア表示命令とから成る
内部ＸＭＬファイル（internal XML file）を生成するステップを含む。
【００２２】
　本発明の別の形態として、ビデオイベントを拡充するために使用されるメディアプレゼ
ンテーションをこのメディアプレゼンテーションが前記ビデオイベントの放送と同時に配
信されるようにアセンブリして配信する双方向情報システムが開示される。この形態は、
放送の予定が組まれたイベントのプレイリストをモニタし、そのプレイリストに新たなビ
デオイベントが登録されたときに、その新たなビデオイベントに関連するイベント識別子
を含むトリガーを生成する放送タイミングサーバと、前記トリガーを受信し、前記新たな
ビデオイベントに関連する複数のメディアプレゼンテーションを特定するために前記イベ
ント識別子でメディアデータベースに問い合わせると共に、前記複数のメディアプレゼン
テーションの中から１つのメディアプレゼンテーションを選び、前記新たなビデオイベン
トの放送が始まるときにその選ばれたメディアプレゼンテーションをアセンブリして配信
チャネルに配信するメディアプレゼンテーションエンジンとを含む。
【００２３】
　本発明の別の形態として、メディアイベントのプレイリストへの登録を検出するステッ
プと、前記メディアイベントに基づいてそのメディアイベントを拡充するためのメディア
プレゼンテーションをアセンブリするステップと、前記メディアイベントが前記プレイリ
ストの先頭に到達し放映が始まることに基づいてそのメディアイベントと一緒に放送する
ため前記メディアプレゼンテーションを配信するステップとを含む方法が開示される。
【００２４】
　本発明の更に別の形態として、放送されるメディアイベントに基づいてスクリプトを検
索するステップと、前記スクリプトを実行して前記メディアイベントと放送されるメディ
アプレゼンテーションを生成するステップと、前記メディアイベントと一緒に放送するた
め前記メディアプレゼンテーションを配信するステップと含む方法が開示される。
【００２５】
　本発明の別の形態は、ＢＯＣ（Broadcast Operations Center）からビデオプレイリス
トデータを直接読み出し、与えられたどの時点においても何が放送中かが分かる能力を有
するＩＴＶシステムである。この情報を使って、このシステムは、同期的及び非同期的な
番組編成（プログラミング）情報，スポーツデータフィード，及びその番組編成（プログ
ラミング）で配信される作成済みコンテンツとを動的にアセンブリする。プラットフォー
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ムに適した技術上及びビジネス上のルールを使って、このシステムは、各双方向プラット
フォーム（セットトップボックス，無線装置，ＰＣなど）にコンテンツを直接的に配信し
、スケジュール及びチューンイン（tune-in）情報をエンターテインメントショー特有の
コンテンツ（雑学知識，事実，スコア，順位表）と組み合わせることによって、このシス
テムはテレビネットワークに番組内での促進販売と広告セールのツールを提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　ここに開示されるシステム及び方法は、それらの様々な実施形態においてこれまでの技
術の既に指摘した欠点を克服し、ここに開示されるシステム及び方法以前では不可能であ
った数々の利点を実現する。
【００２７】
　以下の記述では、本願添付図面を参照しながら本発明の実施の最良の形態をより詳細に
説明する。本発明は、しかしながら、多くの異なる形態で実施することができるが、ここ
に述べる実施形態に限定されるものと解してはならない。むしろこれらの実施形態は、本
開示が周到かつ徹底的なものとなるよう、また発明の範囲が当業者に十分明らかなものと
なるよう提供される。全体を通じて類似の構成要素には類似の符号が付されてある。
【００２８】
　本発明に関係する技術分野の当業者であれば本願明細書及び添付図面の教えの恩恵を得
て下記実施形態の多くの変更と他の実施形態を考えつくことであろう。それ故に、本発明
は開示される特定の実施形態に限定されることはなく、それらの変更及び他の実施形態は
、本願特許請求の範囲に含まれることが意図されている。特定の用語がここでは使用され
ているが、それらは、総称的かつ記述的な意味でのみ使用されているもので、限定目的で
使用されているものではない。
【００２９】
　本発明は、以下において本発明の実施形態に基づく方法、一連の装置（すなわちシステ
ム）及びコンピュータプログラム製品のブロック図及びフロー図を参照して説明される。
それらのブロック図及びフロー図の各ブロック、そしてそれらのブロック図及びフロー図
におけるブロックの組み合わせは、それぞれ、コンピュータプログラム命令で実行できる
ことは理解されよう。これらのコンピュータプログラム命令は、汎用コンピュータ，専用
（特定目的）コンピュータ，又は他のプログラマブルデータ処理装置にロードされ、命令
がそれらのコンピュータ又は他のプログラマブルデータ処理装置上で実行されることによ
ってシステム又はフロー図ブロックに指定される機能を実現するための手段を生成するよ
うなマシン（machine）を構成するようになっている場合がある。
【００３０】
　コンピュータ又は他のプログラマブルデータ処理装置が特定の仕方で機能するよう指示
することができるこれらのコンピュータプログラム命令はコンピュータ読取可能メモリに
保存され、このコンピュータ読取可能メモリに保存された命令がフロー図の１つ以上のブ
ロックに指定される機能を実現する命令手段を含む製造品を作り出すようになっている場
合もある。また、コンピュータプログラム命令は、一連の作業ステップがコンピュータ上
又は他のプログラマブルデータ処理装置上で実行されるようにそれらのコンピュータ又は
他のプログラマブルデータ処理装置にロードされ、命令がそれらのコンピュータ又は他の
プログラマブルデータ処理装置上で実行されることによってフロー図の１つ以上のブロッ
クに指定される機能を実現するためのステップが提供されるようなコンピュータ実施プロ
セスが作り出されるようになっている場合もある。
【００３１】
　以上のように、ブロック図及びフロー図のブロックは、指定された機能を実行するため
の手段の組み合わせと、指定された機能を実行するためのステップと指定された機能を実
行するためのプログラム命令手段の組み合わせをサポートする。ブロック図及びフロー図
の各ブロックと、そしてブロック図及びフロー図の複数のブロックの組み合わせは、指定
された機能若しくはステップを実行する専用のハードウェアベースのコンピュータシステ
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ムによって、或いは専用ハードウェア及びコンピュータ命令の組み合わせによって実現で
きることも理解されよう。
【００３２】
　本発明は、一般に、ＩＴＶ（双方向テレビ）システムの文脈において説明がなされるが
、当業者であれば、本発明は、メディアがビデオ信号であれパーソナルビデオレコーダで
あれ電子メール又は当該分野において既に知られている他のメデイアであれ、そうしたメ
ディアに拡充したコンテンツ（enhanced content）を提供する任意のシステムに同等に有
利であることは容易に理解されよう。
【００３３】
　図１に本発明の実施の一形態に基づく拡充メディア生成配信システム（enhanced media
 generation and distribution system）１０を示す。本システム１０の機能は、メディ
ア要素をメディアプレゼンテーションにアセンブリし、アセンブリされたメディアプレゼ
ンテーションの配信を放送信号と同期させて視聴者に拡充した番組編成の体験を提供する
ことにある。ここで使用されるメディア要素（media elements）という用語は、番組編成
の体験を拡充するために放送信号に添付することができる任意のタイプのメディアコンテ
ンツ又はデータ要素を指すものとする。また、メディアプレゼンテーション（media pres
entation）という用語は、ここでは、放送信号と同期させるためアセンブリされてフォー
マットされた１つ又は複数のメディア要素をグループ化したものを指すものとして使用さ
れる。最後に、拡充した放送信号（enhanced broadcast signal）という用語は、同期し
たメディアプレゼンテーションで拡充された放送信号を指す。
【００３４】
　図１の実施形態において、システム１０は、ＢＯＣ１５のサーバに存在するスケジュー
ル又はプレイリスト２０と、中継器（relayer）３０と、放送タイミングサーバ３５と、
コンテンツタイミングサーバ４０に存在する場合（又はしない場合）がある１つ又は複数
のタイミングアプリケーション（timing applications）４５と、保存コンテンツデータ
ベース５０と、コンテンツキャッシュ６０と、１つ又は複数の動的データソース７０と、
配信チャネルサーバ８０に存在する１つ又は複数のアプリケーションプログラムインタフ
ェース（Application Program Interfaces：ＡＰＩ）８５とを含む。これらのコンポーネ
ントの機能とそれらの間の相互作用については、以下のパラグラフで説明される。
【００３５】
　図１においてＢＯＣ１５で示したような放送運営センターは当該分野では周知である。
一般に、ＢＯＣ１５は、既知のシステム及び方法を使用して放送信号をテレビネットワー
ク（テレビ網）へ予定を組み送信する。ＢＯＣ１５によって放送されるテレビ番組は、一
般的にビデオテープなどのオーディオビデオ媒体に保存され、放送オートメーションシス
テムによって予定が組まれる。好ましい実施形態として、ＢＯＣ１５は、カイロン／プロ
ベル社製六分儀オートメーションスイート（Chyron/Pro-Bel sextant automation suite
）を使用して放送フィードをコントロールする。というのは、この特別なオートメーショ
ンスイート（automation suite）は、プロベル社製ラックマウント（Pro-Bel rack mount
）からのシリアルフィードを通じて容易にアクセスできるプレイリスト２０を生成するか
らである。しかし、当業者であれば、番組のスケジュールが作成され拡充メディア生成配
信システム１０によってアクセスできるということであれば、任意の放送システム又はオ
ートメーションスイートが本発明に使用できることは理解されよう。
【００３６】
　プレイリスト２０は、基本的には、ＢＯＣ１５からの放送の予定が組まれた番組セグメ
ント（program segments）についての情報を含むデータファイルである。好ましい実施形
態では、プレイリスト２０は、イベント番号，開始時間，タイトル，継続時間，イベント
識別子及びイベントタイプについてのフィールドを含む。イベント番号は、番組セグメン
トがどの順番で放送されるかを特定するために使用される。イベント番号０（ゼロ）に対
応する番組セグメントは、現在放送中の番組で、次に放送される番組セグメントは、イベ
ント番号１といった具合である。現在放送中の番組セグメントが完了して次の番組セグメ
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ントが始まると、この新たな放送中の番組セグメントがイベント番号０（ゼロ）になり、
リストされたその他の番組セグメントは、プレイリスト２０を１つ上がる（番号が１つ減
る）。好ましい実施形態では、プレイリスト２０は放送されることになっている次の１０
個の番組セグメント（イベント番号０～９）を示すウィンドウである。放送中の番組セグ
メントが完了すると、その番組は、プレイリスト２０から外れて新たな番組セグメントが
プレイリスト２０の最後にイベント番号９として加わる。
【００３７】
　開始時間は、プレイリスト２０の次のフィールドで、イベントの開始が予定されている
時間を表示する。タイトルフィールドは、イベントの説明を含む。好ましい実施形態では
、イベントは、テレビ番組，コマーシャル，又はネットワーク識別子の任意のセグメント
を代表する。例えば、３０分間の連続ホームコメディであれば、連続ホームコメディの最
初の１５分間を代表する１つのイベントと、コマーシャルを代表する３個又は４個のイベ
ントと、ネットワークロゴのための１つのイベントと、そして連続ホームコメディの最後
の１５分間を代表する最後のもう１つのイベントとを有する場合がある。当業者であれば
、１つの番組セグメントがいくつかのイベントに分割される方法は本発明にとって本質的
ではないことは容易に理解されよう。従って、例えば、１つの実施形態では、各コマーシ
ャルは単一のイベントを表し、その一方で別の代わりの実施形態では、３０分間の連続ホ
ームコメディの２つのセグメントの間の全てのコマーシャルはプレイリスト２０の単一の
イベントに割り当てられる場合がある。
【００３８】
　プレイリスト２０の継続時間フィールド（duration field）は、イベントの長さを表す
。イベントがイベント番号０（ゼロ）になると、すなわちイベントがオンエアになると、
継続時間フィールドは、そのイベントの残り時間のカウントダウンになる。イベント識別
子は、そのイベントを特定する固有の識別子である。後で議論するように、メデイアイベ
ントをもしあれば添付してそれが続く間表示して放送番組を拡充する拡充メディア生成配
信システム１０は、識別子を使用する。タイプフィールドは、イベントタイプのリファレ
ンス（参照符）を付け、好ましくは、ブレークヘッダ（Ｂ），コマーシャル（Ｃ），ジャ
ンクション（Ｊ），ライブ（Ｌ），及び番組（Ｐ）といったイベントタイプの値を持つ。
【００３９】
　プレイリスト２０にオプションとして含まれることがある別のフィールドは、オートメ
ーションステータスフィールド（automation status field）又はオートメーションステ
ータスメッセージ（automation status message）である。１つの実施形態として、オー
トメーションステータスメッセージは、実際に放送されているイベントがプレイリストデ
ータと一致するどうかを知らせる。例えば、あるイベントが予定された終了時間を過ぎて
流れる場合には、オペレータはイベントスケジュールの調整を待つ間又は放送中のイベン
トが完了するまで放送オートメーションオンホールド（broadcast automation on-hold）
を間に入れる。別の例として、オートメーションステータスメッセージは、オートメーシ
ョンモード（automation mode）がオフにされたことを知らせることができる。これは、
放送中のイベントが必ずしもプレイリスト２０に示されたイベントに対応しないというこ
とを意味し得る。当業者であれば、後述するシステム及び方法は、オートメーションステ
ータスメッセージをチェックして、番組編成を拡充することが意図されたメディアプレゼ
ンテーションがアセンブリされ及び／又は配信される前に、プレイリスト２０に示された
イベントが実際に放送中であることを確認するステップを含むことができることは理解さ
れよう。
【００４０】
　再び図１のブロック図に戻って説明する。中継器３０は、ＢＯＣ１５からプレイリスト
２０を捕捉（キャプチャ）するアプリケーションを表しており、プレイリスト２０を拡充
メディア生成配信システム１０が使用することができるフォーマットに変換する。好まし
い実施形態では、中継器３０は、プレイリスト２０をＴＣＰ／ＩＰプロトコルによりＬＡ
Ｎ（local area network）に放送する。図１には中継器３０がプレイリスト２０を放送タ
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イミングサーバ３５に送ることしか示されていないが、当業者であれば他のアプリケーシ
ョンがＬＡＮを通じて中継器３０と通信してプレイリスト２０に含まれる情報を取得する
ことができることは理解されよう。
【００４１】
　放送タイミングサーバ３５は、中継器２０からプレイリストフィード（playlist feed
）を受信し、そのデータを構文解析して放送の予定が組まれているイベントのリストを捕
捉する。好ましい実施形態では、プレイリストデータは、毎秒２回の割合で更新され放送
タイミングサーバ３５に渡される。１つの実施形態として、現在イベントは毎秒１回の割
合で更新され、番号１から番号９までのイベント登録は現在イベントが更新されてから約
１／２秒後に毎秒１回の割合で更新される。放送タイミングサーバ３５の機能は、プレイ
リストを構文解析し、トリガーイベントが起きたかどうかを決定することにある。放送タ
イミングサーバ３５によって識別される第１のトリガーイベントは、ここではオンエアト
リガー（on-air trigger）と称され、オンエア（放送中）イベントの変化を表す。動作に
関して言うと、放送タイミングサーバ３５はプレイリストを構文解析し、現在放送中のイ
ベントを調べる。現在放送中のイベントが新しいイベントであれば、放送タイミングサー
バ３５は、オンエアトリガーをコンテンツタイミングサーバ４０のタイミングアプリケー
ション４５に送り、それらに新たなイベントがイベント番号０（ゼロ）に移動したことを
知らせる。しかし、放送タイミングサーバ３５がオンエアイベントは現イベントの継続で
ある（つまりオンエアイベントは変わっていない）ことを決定した場合には、オンエアト
リガーは送られない。
【００４２】
　放送タイミングサーバ３５によって識別される別のトリガーイベントは、ここではオン
ホライズントリガー（on-horizon trigger）と称され、新たなイベントがプレイリスト２
０に載ったことを知らせる。一般に、新たなイベントがプレイリスト２０に現れると、そ
れはイベント番号９として現れることになり、そのイベントは、新しいイベントがオンエ
アスロットに移動するのと同時になる。しかし、好ましい実施形態では、放送タイミング
サーバ３５は、プレイリスト２０のあらゆるイベント番号を最近のプレイリストデータと
比較して新たなイベントが現れたかどうかを判断する。こうする理由は、生中継のスポー
ツイベントといった一部のイベントが予定の終了時間を過ぎて流れ、プレイリスト２０に
予期されない変更を強いることができるということにある。場合によっては、放送が予定
されていたイベントがスキップされる、或いはプレイリスト２０が新しい放送スケジュー
ルに適合するよう調整される場合がある。好ましい実施形態では、放送タイミングサーバ
３５はプレイリスト２０の任意のイベントに対するどのような変更・変化も認識するよう
構成され、タイミングアプリケーション４５にその変更・変化を知らせる。
【００４３】
　拡充メディア生成配信システム１０の次のコンポーネントは、タイミングアプリケーシ
ョン４５である。このタイミングアプリケーション４５の動作については、より詳細に後
述されるが、一般にタイミングアプリケーション４５は、イベントの放送を拡充するため
に使用されるメディア要素を識別し検索する責務を負うメディアプレゼンテーションエン
ジン（media presentation engines）の機能を果たす。タイミングアプリケーション４５
は、様々なメディア要素のメディアプレゼンテーションへのアセンブリと、アセンブリさ
れたメディアプレゼンテーションの配信チャネルへの同期的な配信を取り扱う。
【００４４】
　好ましい実施形態では、タイミングアプリケーション４５は、クライアント固有（clie
nt-specific）、すなわち専用のタイミングアプリケーション４５が各配信チャネル毎に
構築される。従って、図１に示されたシステムでは、放送及びケーブルシステムによる双
方向サービスの周知のプロバイダであるウィンク・コミュニケーションズ社（Wink Commu
nications）は、それ自身の専用のタイミングアプリケーション４５を所有する。同様に
、パーソナルビデオレコーダ（Personal Video Recorders：ＰＶＲ），無線，及び衛星プ
ラットフォームの配信チャネル別に別個のタイミングアプリケーション４５が図面に示さ
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れている。このリストは、包括的なものを意図しているわけでなく、当業者であればこれ
らは本発明に基づきオーディオビジュアルメディア及び双方向コンテンツがそれらのチャ
ネルを通じてユーザに配信可能な多くの既知の配信チャネルのごく一部であることは理解
されよう。
【００４５】
　各クライアントの配信チャネル毎に専用のタイミングアプリケーション４５を持つ利点
は、タイミングアプリケーション４５がそのクライアントに特有のビジネスルールと配信
チャネルの特有のハードウェア制限又は要件を取り扱うよう構成できることにある。つま
り、ある特定のクライアントがコマーシャル時間中に拡充したメディアプレゼンテーショ
ンの実行を禁止する規則を有する場合には、そのクライアント用のタイミングアプリケー
ション４５は、その特有のビジネスルールを実施するようプログラムすることが可能であ
る。同様に、特定の配信チャネルに専用のタイミングアプリケーション４５は、配信チャ
ネルのハードウェア要件及び制限に合わせた拡充したメディアプレゼンテーションをアセ
ンブリして配信するよう容易にプログラムすることができる。
【００４６】
　説明を簡明にする目的から、ここに記述されるタイミングアプリケーション４５は、単
一の配信チャネルに専用のクライアント固有のアプリケーション４５として説明される。
しかし、当業者であれば、単一のタイミングアプリケーション４５が複数のクライアント
と複数の配信チャネルを受け持つよう容易に構成できることは理解されよう。斯かる実施
形態では、クライアント固有のビジネスルールと配信要件は、クライアントデータベース
に記憶させておくことができ、必要に応じてそこから引き出せる。同様に、当業者であれ
ば、コンテンツサーバ４０は、汎用のタイミングアプリケーション４０とクライアント固
有のタイミングアプリケーション４０が混ざったものを代わりに含むことができることは
理解されよう。この代わりの実施形態では、クライアント固有のタイミングアプリケーシ
ョン４５によるプロセスの一部は、実際には、汎用のタイミングアプリケーション４５に
よって実行され、その結果はクライアント固有のタイミングアプリケーション４５に渡さ
れる。従って、例えば、汎用のタイミングアプリケーション４５は、遠隔地からメディア
要素の検索を取り扱い、クライアント固有のアプリケーション４５がアクセスすることが
できるローカルメモリにそのメディア要素の複製を記憶する場合がある。しかし、これら
は、本発明が包含するシステムの代替的な設計のごく一部であって、もっとより多くのも
のが通常の当業者には容易に明らかであろう。
【００４７】
　再び図１を参照する。図１に示されてある次のシステムコンポーネントはコンテンツデ
ータベース５０である。コンテンツデータベース５０は、放送信号を拡充するために使用
されるメディア要素の大部分のための記憶空間であり、同じくメディア要素が如何に放送
信号を拡充するために使用されるかを記述するデータ構造（後述される）の多くのための
記憶空間でもある。好ましい実施形態では、コンテンツデータベース５０は静的なメディ
ア要素を記憶する、或いは最小限において、タイミングアプリケーション４５にメディア
要素がどこにあるかを示すＵＲＬ（Uniform Resource Locator）といった参照アドレスを
記憶する。同様に、動的なメディア要素は物理的にコンテンツデータベース５０に記憶さ
れないけれども、コンテンツデータベースは動的なメディア要素をそこから検索すること
ができる動的データソースを特定するコンテンツ識別子を含むことになる。
【００４８】
　ここで使用される静的メディア要素という用語は、メディア要素が検索される時間とそ
のメディア要素が配信チャネルに配信される時間との間の時間遅延の影響を受けない時間
的に安定（静的）なメディア要素を指す。一方、動的メディア要素は、より時間的に不安
定（動的）で一般的に実行時（ランタイム）又はその近辺で検索されるメディア要素を指
す。静的メディア要素の１つの例はテレビ番組に登場する俳優の略歴である。俳優の履歴
の詳細は時間とともに変わることがあるが、略歴のデータは略歴が検索される時間とそれ
が配信される時間との間の短い時間遅延には影響されないので略歴については静的メディ
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ア要素と考えられる。これとは対照的に、データの関連性と正確さが時間的に変わりやす
いライブスポーツのスコアやインタネットのスポーツサービスからの統計資料のプレゼン
テーションは動的メディアの一例であろう。
【００４９】
　次のパラグラフでは、本発明の好ましい実施形態に基づく拡充メディア生成配信システ
ム１０の動作について説明する。
【００５０】
　図２は、新たなイベントがプレイリスト２０に現れるときに起こるプロセスの流れのフ
ロー図を示す。ステップ１０において、放送タイミングサーバ３５は、ＢＯＣ１５から中
継器３０を介してプレイリスト２０を受信する。ステップ２０において、放送タイミング
サーバ３５は、そのプレイリストデータフィードを構文解析し、新しいプレイリストデー
タを最も最近のプレイリストと比較して新たなイベントがプレイリスト２０に登録された
ことを見出す。それに応答して、放送タイミングサーバ３５は、オンホライズントリガー
をタイミングアプリケーション４５に送ってそれらに新たなイベントの存在を知らせる。
好ましい実施形態では、放送タイミングサーバ３５は、オンホライズントリガーを使って
、新たなイベントについての、イベント番号，開始時間，タイトル，継続時間，イベント
識別子及びイベントタイプ等を含む情報をタイミングアプリケーション４５に渡す。
【００５１】
　好ましい実施形態では、オンホライズントリガーは、全てのクライアント固有のタイミ
ングサーバ４５に放送される。以下のパラグラフでは、単一のタイミングアプリケーショ
ン４５によるオンホライズントリガーの処理が説明されるが、各々のタイミングアプリケ
ーション４５は、各タイミングアプリケーション４５毎に設定されたクライアント固有の
ビジネスルール及びコンテンツ拡充基準を使用して同時に同じステップを実行することを
理解されたい。
【００５２】
　ステップ３０において、タイミングアプリケーション４５は、放送タイミングサーバ３
５からオンホライズントリガーを受信し、新たなイベントに関連する１つ又は複数のスク
リプトを捕捉するためにイベント識別子でコンテンツデータベース５０を問い合わせる。
スクリプト（script）という用語は、ここでは、メディア要素が当該イベント識別子に関
連するイベントを拡充するためにどのように使用されるかを描写するコンピュータコード
を指すのに使用される。好ましい実施形態では、多くの異なるタイプのスクリプトが単一
のイベント識別子に関係し得る。また、各スクリプトは、イベントが放送されるときにど
のスクリプトが実際に使用されるかを決めるスクリプト階層（script hierarchy）におけ
る優先順位が割り当てられる。異なるタイプのスクリプトの例としては、ネットワークス
クリプト（network script），フランチャイズスクリプト（franchise script），タイト
ルスクリプト（title script），バージョンスクリプト（version script），放送スクリ
プト，及びタイムテーブルスクリプト（timetable script）などが含まれる。
【００５３】
　ネットワークスクリプトは、一般的に、スクリプト階層において優先順位が最も低いス
クリプトで、イベント識別子を全く含まないか又は他のスクリプトとは全く関連のないイ
ベント識別子を有するオンホライズントリガーが受信されたときに使用される。ネットワ
ークスクリプトは、一例として、タイミングアプリケーション４５に対し、その日のネッ
トワーク番組スケジュール又は現在の番組の後に予定されている番組リストで放送信号を
拡充することを指示する場合がある。
【００５４】
　スクリプト階層における次のスクリプトは、フランチャイズスクリプトであり、新たな
イベントが特定のフランチャイズに関連するときに使用される。フランチャイズの例とし
ては、“フレンズ（Friends）”といったテレビ連続ホームコメディ又は“ディナー・ア
ンド・ムービー（Dinner & a Movie）”フランチャイズのような定期的に繰り返すネット
ワークプレゼンテーションが含まれる。ネットワークスクリプトとは異なり、フランチャ
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イズスクリプトは、特定のシリーズに適用され、レギュラーキャストメンバーについての
略歴情報や写真，過去のエピソードに関する質問を集めたトリビア（雑学知識）ゲーム，
或いは一人以上のキャストメンバーが主役を務めた最近の映画からのカット場面のストリ
ーミングビデオといった形の拡充したコンテンツを含む場合がある。
【００５５】
　タイトルスクリプトは、スクリプト階層における次のスクリプトで、新たなイベントが
特定のテレビ番組に関連するときに使用される。フランチャイズスクリプトは、“フレン
ズ（Friends）”のような特定のフランチャイズシリーズに適用されることがあるのに対
し、タイトルスクリプトは、“フレンズ（Friends）”フランチャイズの特定の１回放映
分（エピソード）に適用される。つまり、全フランチャイズに触れる拡充コンテンツに加
え、タイトルスクリプトは、タイミングアプリケーション４５に対し放送信号を放送中の
特定の１回放映分（エピソード）についての情報で拡充することを指示する場合がある。
一例として、タイトルスクリプトは、特定の１回放映分（エピソード）に登場するゲスト
スターについての写真及び略歴情報を使用することがある。
【００５６】
　バージョンスクリプトは、スクリプト階層における次のスクリプトであり、特定のショ
ー（show）の特定の編集にのみ適用されるという点でタイトルスクリプトよりも可成りシ
ョー固有のものである。テレビ産業では、単一のショーに対する複数の編集は、例えばそ
のショーが好ましくない内容を含んでいる場合には、編集基準が同じなので共通している
。しかし、異なるネットワークは、受入可能な内容と考えられるものに対しては異なる編
集基準を有する場合があるので、各ネットワークは、同じショーでも異なる編集を放送す
る場合がある。つまり、ネットワークは、ショーのランタイムを短くすると共にネットワ
ークが追加のコマーシャルスポットを入れることができるようにしたショーの特別な編集
を放送する場合がある。バージョンスクリプトは、ショーの特定の編集と結びついており
、そして例えば、タイミングアプリケーション４５に対し、ある特定のショーのより長い
編集用に作成されたトリビアゲームの短くしたバージョンを放送するよう指示することが
ある。配信チャネルに特有のスクリプトタイプを有する利点は、チャネルに関連する特定
のビジネスルール又はハードウェア要件に基づいてメディア要素が特定の配信チャネル用
にアセンブリが可能であるという点にある。
【００５７】
　放送スクリプトは、最後のショー固有のスクリプトであり、一般に、スクリプト階層に
おける最高のスクリプトでもある。バージョンスクリプトと同じように、放送スクリプト
は、ショーの特定の編集に関連しているが、放送スクリプトは、それが当該編集が放送さ
れる特定の時間スロットに関係しているという点でさらにより特有のものである。例えば
、放送スクリプトは、２００３年１２月３１日の午後１１時３０分にオンエアされる“フ
レンズ（Friends）”フランチャイズの特定の１回放映分（エピソード）の特別な編集に
対して生成される場合がある。この例では、放送スクリプトは、タイミングアプリケーシ
ョン４５に対し放送信号を新年に向けてカウントダウンするスクリーン下部の時報（クロ
ック）で拡充することを指示する場合がある。
【００５８】
　本発明に使用できる別のタイプのスクリプトは、タイムテーブルスクリプトである。こ
れまで議論してきたスクリプトとは異なり、タイムテーブルスクリプトは、特定の番組に
は関係しないが、特定のタイムスロットに関係する。タイムテーブルスクリプトは、一般
にスクリプト階層においてネットワークスクリプトを除いた全てのスクリプトより低いが
、その優先順位は、タイムテーブルスクリプトがその他のスクリプトの一部又は全てに優
先するように調整することができる。例えば特定のメディアプレゼンテーションが特定の
時間にその時間に放送中の特定のテレビ番組とは関係なく放送されなければならなかった
場合に、斯かる調整が使用される場合がある。
【００５９】
　タイムテーブルスクリプトは、ライブスポーツイベントの放送に関連する値も有する。
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例えば、ネットワークは、プロフットボールの試合を毎週日曜日の午後３時と６時の間に
放送することがある。このとき、タイミングアプリケーション４５に対し放送信号を３時
間のタイムスロットの間にスポーツスコアと統計資料の継続的なフィードで拡充すること
を指令するタイムテーブルスクリプトが生成可能である。
【００６０】
　タイムテーブルスクリプトの別の潜在的な用途は、デフォルトスクリプトとしてネット
ワークスクリプトと置き換わることである。タイムテーブルスクリプトは、従って、ネッ
トワークスケジュールにおける任意のタイムスロットに対して生成することができ、タイ
ミングアプリケーション４５は、イベント識別子を持たないか又はショースクリプト（sh
ow script）に関連しないイベント識別子を持つイベントが受信された場合に、これらの
タイムテーブルスクリプトをデフォルトにするよう構成される。これらの例は、説明に役
立つことを意図しており、タイムテーブル及び他の既に挙げたスクリプトのより多くの用
途は、当業者の誰にとっても容易に明らかであろう。
【００６１】
　再び図２に戻って説明を続ける。ステップ４０において、タイミングアプリケーション
４５は、各スクリプト毎に参照されるメディア要素を検索する。複数のスクリプトは、多
くの場合に単一のイベント識別子と関連しており、このステップにおいて、タイミングア
プリケーション４５は、あらゆる適用可能なスクリプトを構文解析してそれらの各スクリ
プト毎に参照されるメディア要素を検索する。それらのスクリプトに描写されたメディア
プレゼンテーションを検索してアセンブリするために使用されるプロセスについては後述
されるが、一般にステップ４０において各スクリプトを構成する様々なメディア要素が検
索され一時メモリエリアに記憶される。
【００６２】
　ステップ５０において、タイミングアプリケーション４５は、イベントに関連するスク
リプトを調整（reconcile）して放送信号と同期させるメディアプレゼンテーションを生
成する中で、どのスクリプトが次に来るかを決める。一般的に、タイミングアプリケーシ
ョン４５は、デフォルトのスクリプト優先順位を使用してスクリプトを調整（reconcile
）する。従って、ネットワークスクリプト，フランチャイズスクリプト，及びバージョン
スクリプトが全てある与えられたイベントに関連する場合には、タイミングアプリケーシ
ョン４５は、バージョンスクリプトがネットワークスクリプト及びフランチャイズスクリ
プトよりも高いスクリプト優先順位を有するのでそのバージョンスクリプトに従う。しか
し既に議論したように、スクリプトの優先順位は、デフォルトのスクリプト階層が必要に
応じて無効にできるよう変更が可能である。
【００６３】
　ステップ６０において、タイミングアプリケーション４５は、調整（reconciliation）
プロセスで選ばれたスクリプトにおいて参照されるメディア要素を検索し、そのデータを
メディアプレゼンテーションにアセンブリする。メディア要素をアセンブリするために使
用されるプロセスは、当該分野では周知である。また、当業者であれば、任意のメディア
要素をフォーマットするために必要とされる特定のプロセスは使用されるメディアのタイ
プとそれが表示されるクライアントに依存することは認識されよう。例えば、タイミング
アプリケーション４５が放送信号をテキストで拡充している場合には、タイミングアプリ
ケーション４５は程よくテキストが各ページに現れるようにそのテキストを割り付けなけ
ればならない。各ページ毎にどのくらいのテキストがしっくりするかの決定はそのテキス
トを放送することになっているクライアントに任せられる。同様に、メディア要素がグラ
フィックイメージの形態を採る場合には、テレビスクリーン上に表示されるイメージの寸
法は、イメージを放送することになっているクライアントに依存する。既に指摘したよう
に、タイミングアプリケーション４５は、クライアント固有なものであり、それ故に好ま
しくはそれぞれのクライアントが必要とする任意の仕方でメディア要素をアセンブリして
フォーマットするよう事前設定される。
【００６４】
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　ステップ７０において、タイミングアプリケーション４５は、アセンブリされたメディ
アプレゼンテーションをコンテンツキャッシュ６０に記憶する。好ましい実施形態では、
メディアプレゼンテーションを構成するメディア要素は、物理的にフォーマットされ、そ
れらを放送するために使用されるフォーマットでコンテンツキャッシュ６０に記憶される
。つまり、例えば、メディアプレゼンテーションが全体にテキスト拡充部分だけから成る
場合には、割り付けられたテキストプレゼンテーションの各ページが物理的にキャッシュ
６０に記憶される。代わりの実施形態では、アセンブリされたメディアプレゼンテーショ
ンを構成するメディア要素の一部又は全ては物理的にキャッシュ６０には記憶されず、代
わりにキャッシュ６０は、メディア要素の場所を特定するアドレス又は他のインデックス
を含む。つまり、例えば、キャッシュ６０にイメージファイルを記憶する代わりに、キャ
ッシュ６０は代わりに実際のイメージファイルを指し示すＵＲＬアドレスを保有する場合
がある。
【００６５】
　図２に示したプロセスが完了した時点で、イベントの放送を拡充するために使用される
メディアプレゼンテーションがアセンブルされてコンテンツキャッシュ６０に記憶される
。好ましい実施形態では、そのイベントがイベントポジション０（ゼロ）にあり、放送が
始まったことを知らせる通知をタイミングアプリケーション４５が受け取るまで、メディ
アプレゼンテーションはキャッシュ６０に残り続ける。図３は、イベントが放送中（オン
エア）になるときに起こるプロセスの流れのフロー図を示す。
【００６６】
　ステップ１００において、放送タイミングサーバ３５は、ＢＯＣ１５から中継器３０を
介してプレイリスト２０を受信する。ステップ１１０では、放送タイミングサーバ３５は
、プレイリストデータフィードを構文解析して、その新たなプレイリストデータを最近の
プレイリストと比較して新たなイベントが放送中であることを決定する。次に、放送タイ
ミングサーバ３５はタイミングアプリケーション４５にその新たなオンエアイベントをオ
ンエアトリガーを使って通知する。好ましい実施形態では、オンエアトリガーは、プレイ
リスト２０からの、その新たなオンエアイベントについてのイベント番号，開始時間，継
続時間，イベント識別子，及びイベントタイプのデータフィールドを含むデータを含む。
【００６７】
　ステップ１２０において、タイミングアプリケーション４５は、オンエアトリガーから
イベント識別子を捕捉し、コンテンツキャッシュ６０からそのオンエアイベントに関連す
るメディアプレゼンテーションを検索する。このプロセスの一部として、タイミングアプ
リケーション４５は、このイベントに対するスクリプトにおいて参照される任意の動的な
メディア要素を検索する。
【００６８】
　好ましい実施形態では、動的コンテンツがイベントに対するスクリプトにおいて参照さ
れるとき、その動的コンテンツのスクリプトコンテンツ識別子は、動的メディア要素がそ
こから検索されることになっている動的データソース７０へのＵＲＬ又は他のリンクを含
む。動的メディアを検索するために使用される最も一般的なフォーマットは、ＸＭＬフィ
ード（XML feed）である。しかし、当業者であれば、動的メディアを捕捉する他の方法が
当該分野では知られており本発明に使用できることは容易に理解されよう。
【００６９】
　タイミングアプリケーション４５がオンエアトリガーを受信すると、タイミングアプリ
ケーションは、動的データソース７０にリンクしてＸＭＬフィードを捕捉する。一般的に
、ＸＭＬフィードは、タイミングアプリケーション４５が必要としないかもしれないデー
タを含んでおり、このためタイミングアプリケーション４５は、ＸＭＬフィードを構文解
析してスクリプトの一部であるデータを取得する。静的メディア要素と同様に、動的メデ
ィア要素もそれらが適正なフォーマットで表示されるようにアセンブルされてフォーマッ
トされなければならない。これを実行するため、タイミングアプリケーション４５は、オ
リジナルのＸＭＬフィードからのデータを使用してそのスクリプトにおいて参照される情
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報のみを含む第２のＸＭＬフィードを生成する。さらに、第２のＸＭＬフィードは、好ま
しくは、クライアントに動的メディア要素の表示の仕方を指示する当該分野では周知のメ
ディア表示命令又はメディア表示属性を含む。次に、このデータは、キャッシュに転送さ
れ、そこでそれは放送信号と合併（マージ）されるメディアプレゼンテーションの一部と
なる。
【００７０】
　ステップ１３０において、タイミングアプリケーション４５は、アセンブルされたメデ
ィアプレゼンテーションを配信チャネルのアプリケーションプログラムインタフェース（
Application Program Interface：ＡＰＩ）８５へ配信し、そこでメディアプレゼンテー
ションは放送信号と合併（マージ）される。メディアプレゼンテーションを放送信号に合
併（マージ）するために必要とされるシステム及び方法は当該分野では周知で、本発明の
本記述の範囲外である。また、当業者であれば、メディアプレゼンテーションを放送信号
又は別のメディアフォーマットに関連付けるために必要とされるシステム及びプロセスは
、イベントを視聴者に送信するために使用される配信チャネルのタイプとメディアを配信
するために使用されるプラットフォームに依存することは容易に理解されよう。放送信号
を拡充するために使用される一部の周知のプロセスは、限定することなく、メディアプレ
ゼンテーションを放送信号と多重化すること、並びに、メディアプレゼンテーションを放
送信号の垂直帰線消去区間に挿入することを含む。
【００７１】
　拡充した放送信号を放送するために使用される配信チャネルとは独立にメディアプレゼ
ンテーションがアセンブルされるという事実は、本発明の新規の特徴であり利点でもある
。上述のパラグラフでは、放送スケジュールをモニタして新たなイベントがプレイリスト
２０に登録されると直ぐに複数のクライアント固有のタイミングアプリケーション４５に
通知するシステムが説明された。各タイミングアプリケーション４５は同じイベント識別
子を受信する一方、そのイベントに応答してタイミングアプリケーション４５が検索しか
つアセンブルするスクリプト及びメディア要素は全く異なる場合がある。好ましい実施形
態では、各タイミングアプリケーション４５は、クライアント用にメディアプレゼンテー
ションを収集してアッセンブルするよう構成される。そして、各クライアントは、それぞ
れ自分自身の１組のビジネスルール及びハードウェア制限を有するので、第１のタイミン
グアプリケーション４５によってアセンブルされたメディアプレゼンテーションは、第２
のタイミングアプリケーション４５にアセンブルされたメディアプレゼンテーションとは
全く異なる場合がある。
【００７２】
　一例として、特定のイベント識別子に応答して、第１のタイミングアプリケーション４
５は、番組説明と番組に登場する各出演者の略歴と番組の放送が予定されている次週の放
送予定時間のリストなどを提示する一連のタブを視聴者に提供するテキストオーバーレイ
の形態のメディアプレゼンテーションをアセンブルすることをそのタイミングアプリケー
ションに指示するスクリプトを使用する。第２のタイミングアプリケーション４５は、同
じイベント識別子を受信するが、この第２のタイミングアプリケーションに関連するクラ
イアントは複数プレイヤによるトリビアゲームの形態のメディアプレゼンテーションをそ
れが生成するよう設定している。そして、クライアント固有の第３のタイミングアプリケ
ーション４５は、これも全く同じイベント識別子に応答して、ストリーミングビデオの形
態の広告を視聴者に配信するよう設定することができる。
【００７３】
　図４は、メディアプレゼンテーションを構成する様々なメディア要素を検索してアセン
ブルするために使用されるステップのフロー図を示す。ステップ２００において、タイミ
ングアプリケーション４５は、新たなイベントが放送プレイリスト２０に登録されるとオ
ンホライズントリガーを受信する。好ましい実施形態では、オンホライズントリガーは、
一般的に、ステップ２１０においてタイミングアプリケーション４５がそのイベントに関
連するスクリプトを検索するためにコンテンツデータベース５０に問い合わせるために使
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用するそのイベントのイベント識別子を含む。オンホライズントリガーがイベント識別子
を含まない場合或いはそのイベント識別子での問い合わせによって関連するスクリプトが
見つからない場合のいずれかの場合において、タイミングアプリケーション４５は、ネッ
トワークスクリプト又はタイムテーブルスクリプトといったスクリプトをデフォルトに設
定する。しかし、多くの場合、タイミングアプリケーション４５はそのイベントに関連す
る複数のスクリプトを見出すことができる。
【００７４】
　好ましい実施形態では、コンテンツデータベース５０から検索されるあらゆるスクリプ
トはそれ自身の固有の識別子を有しており、ステップ２２０において、タイミングアプリ
ケーション４５は、そのスクリプト識別子を使用してコンテンツデータベース５０にある
別のテーブルに問い合わせて第１のスクリプトのための第１のタイマを取得する。後述す
るように、タイミングアプリケーション４５は、タイマ（timers）をメディア要素（medi
a elements）と結び付け、それらのタイマを使用してメディアプレゼンテーションの開始
を放送信号と同期させる。例えば、ある特定のイベントは１０分の継続時間を有する場合
があるが、そのイベントのスクリプトは、第１のメディアプレゼンテーションがそのイベ
ントの前半に使用されると共にイベントの開始から７分３０秒のところでタイミングアプ
リケーションが第２のメディアプレゼンテーションを開始することを要求する場合がある
。この例では、イベントがオンエアになると直ぐにそのスクリプトのための第１のタイマ
は第１のメディアプレゼンテーションを開始するために生成される。第２のタイマもイベ
ントがオンエアになる瞬間に開始されるが、第２のメディアプレゼンテーションを即座に
開始するのではなく、第２のタイマはタイミングアプリケーション４５に第２のメディア
プレゼンテーションの開始を引き起こさせる７分３０秒前からカウントダウンすることに
なる。
【００７５】
　好ましい実施形態では、タイマは、動的コンテツの配信においてもある役割を果たす。
例えば、スポーツイベントのライブ放送のためのスクリプトは、タイミングアプリケーシ
ョン４５に対しそのスポーツイベントについてのライブスコア及び統計資料を動的コンテ
ンツソース７０から捕捉し、それらのスコアと統計資料をテレビスクリーンの最下部にバ
ナー表示することを指示することができる。斯かる場合において、タイマが生成されるが
その際に、例えば１５秒置きといった所定の時間間隔でタイマがタイミングアプリケーシ
ョン４５に動的コンテンツの更新を要求するトリガーを送り、そのトリガーがこの例では
例えばタイミングアプリケーション４５に対し動的データソース７０から最新のスコア及
び統計資料を検索させるようにすることができる。更新データが検索されると直ぐに、タ
イミングアプリケーション４５は、そのデータをコンテンツキャッシュ６０に送り、即座
にそのデータをキャッシュ６０から配信チャネルに放つ。
【００７６】
　図４に戻って説明を続ける。ステップ２３０において、タイミングアプリケーション４
５は、タイマを一意に識別するタイマ識別子を使用して、好ましくはコンテンツデータベ
ース５０に存在する放送アイテムテーブル（broadcast items table）に問い合わせる。
各タイマ識別子には少なくとも１つの放送アイテムが付随するが、あらゆるタイマに２以
上の放送アイテムが存在することがある。好ましい実施形態では、放送アイテムテーブル
は、レコード（record）を一意に識別する放送アイテム識別子を含み、またビデオ番組を
拡充するために放送信号に同期するメディア要素（すなわち未加工コンテンツ（raw cont
ent））を識別するコンテンツ識別子を更に含む。ステップ２４０において、タイミング
アプリケーション４５は、コンテンツ識別子を使用して放送アイテムレコードにおいて特
定されたメディア要素を検索する。
【００７７】
　テレビ番組を拡充するために使用することができるあらゆる可能なコンテンツフォーマ
ットを列挙することはほとんど不可能であり、とにかく本記述の範囲外にある。当業者で
あれば、限定はしないが、テキスト、グラフィック又はフォトグラフィック・イメージ、
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ストリーミングビデオといったものを含む拡充コンテンツがインタネットサイト又は多種
多様な動的データソースにリンクすることができる幅広い種類のフォーマットにはなじみ
がある。
【００７８】
　好ましい実施形態では、放送アイテムレコードにあるコンテンツ識別子は、映像番組を
拡充するために使用することができる任意のあらゆる形態のメディアにリンクすることが
できる。さらに、コンテンツ識別子は、メディアコンテンツを参照し、メディアコンテン
ツは複数の他のメディア要素を参照することがある。一例として、放送アイテムレコード
にあるコンテンツ識別子は、リストコンテンツにリンクする場合がある。そして、リスト
コンテンツは、それ自体でそれぞれランダムにカルーセルフォーマット（carousel forma
t）又は連結フォーム（concatenated form）でアクセス可能な複数の他のメディア要素を
提示する場合がある。コンテンツリストの形態を採るメディア要素の場合、そのコンテン
ツリストを参照する放送アイテムレコードは、コンテンツリストによって参照されるメデ
ィア要素の一部又は全て（放送アイテムは、コンテンツリストから単一のメディア要素へ
のアクセス，そのリスト，又は全リストからメディア要素の部分集合へのアクセスを要求
する場合がある）とそれらにアクセスする方法（すなわち、ランダム、順次、又は連結）
を特定する。
【００７９】
　放送アイテムリストのコンテンツ識別子は、従って、特定のメディア要素又は複数のメ
ディア要素を参照するデータ構造を参照することができる。コンテンツリストの場合、放
送アイテムは、コンテンツリストを特定してそのコンテンツリストがアクセスされる最初
の回に第１のメディア要素が使用されるべきこと、そのコンテンツリストがアクセスされ
る次の回に第２のメディア要素が使用されるべきこと等々を決めるためのフレキシビリテ
ィを有する。このように様々なレベルのコンテンツデータ構造を使用することにより、メ
ディア要素が組み合わされイベントのスクリプトを記述することができる方法に極めて大
きなフレキシビリティがもたらされる。
【００８０】
　図４に再び戻って説明を続ける。タイミングアプリケーション４５が最初の放送アイテ
ムにおいて参照される全てのメディア要素を検索したら、プロセスは、ステップ２５０に
進んで追加の放送アイテムがタイマにおいて参照されるかを調べる。追加の放送アイテム
が存在する場合には、プロセスは、ステップ２３０に戻ってそこで次の放送アイテムが検
索されメディア要素を検索するプロセスが繰り返される。タイマにある全ての放送アイテ
ムについてコンテンツが検索されたら、プロセスは、ステップ２６０に進んで追加のタイ
マがスクリプトにおいて参照されるかを調べる。追加のタイマがあれば、プロセスは、ス
テップ２２０に戻り、プロセスは新たな回で繰り返す。全てのタイマにおける全ての放送
アイテムについてメディア要素が検索されたら、プロセスは、ステップ２７０に進んで追
加のスクリプトが新たなイベントのイベント識別子と合致するかを調べる。追加のスクリ
プトが存在する場合には、タイミングアプリケーション４５は、ステップ２１０に戻りプ
ロセスは、あらゆるスクリプトにおいて参照されるコンテンツが検索されるまで繰り返す
。
【００８１】
　ステップ２８０において、タイミングアプリケーション４５は、各々のスクリプトの優
先順位を調べ、イベントが放送されるときにどれが使用されるかを決める。デフォルトの
優先順位があらゆるスクリプトに付随し、優先順位が最高のスクリプトが一般に選ばれる
スクリプトである。しかし、好ましい実施形態では、スクリプトのデフォルトの優先順位
は変更又は無効にすることが可能で、それにより特定のスクリプトが一定のイベントで又
は特定のタイムスロットの間に実行されることを指定する能力がユーザにもたらされる。
【００８２】
　ステップ２９０において、調整プロセス（reconciliation process）により選ばれたス
クリプトにおいて参照されるメディア要素は、メディア並びにアセンブルされたメディア
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プレゼンテーションを受け取るクライアントの特定の要件に基づいてアセンブルされてフ
ォーマットされる。メディアプレゼンテーションがアセンブルされると直ぐに、タイミン
グアプリケーション４５は、フォーマットされたコンテンツをコンテンツキャッシュ６０
に転送して、そこでそれはイベントがオンエアされるまでコンテンツキャッシュに記憶さ
れる。
【００８３】
　当業者であれば、本発明の利点は、メディアプレゼンテーションを放送フィードに同期
させる問題に対して本発明はある対策を打ち出していることにあることは理解されよう。
現時点では、拡充コンテンツは、放送スケジュールの予期しない変更に対応することがで
きない手作業プロセスを通じて、或いは拡充コンテンツを放送信号と物理的にリンクさせ
るいくつかあるプロセスの１つを通じて、放送信号と同期させられる。それとは対照的に
、本発明は、放送タイミングサーバ３５からのオンホライズントリガーを使用してタイミ
ングアプリケーション４５に対し新たなイベントが放送プレイリスト２０に登録されたこ
とを警報（alert）する。この警報はタイミングアプリケーション４５に、タイミングア
プリケーション４５がイベントがオンエアになる前にコンテンツを検索し、アセンブル、
キャッシュする機会を有するというイベントの十分に事前の通知を与える。従って、放送
タイミングサーバ３５がオンエアトリガーを送ると、コンテンツの一部又は全てはそれが
放送信号と同期するよう既にアセンブルされていつでも配信チャネルへ転送できる状態に
なる。また、放送タイミングサーバは継続的に放送プレイリスト２０をモニタするので、
拡充メディア生成配信システム１０は、起こるかもしれない任意の予期しないスケジュー
ル変更に対応することができる。
【００８４】
　詳細な説明を締めくくるに当たり、当業者にとっては本発明の原理を実質的に逸脱する
ことなく好ましい実施形態に対して多くの変更や修正を施すことが可能なことは注意され
たい。また、こうした変更や修正は本願特許請求の範囲の請求項によって画定される本発
明の範囲内にあることが意図されている。さらに本願特許請求の範囲の請求項においては
、構造，材料，働き及び全ての手段又はステップ・プラス・ファンクションの均等物はそ
れらの指定された機能を実行するための任意の構造，材料，又は働きを含むことが意図さ
れている。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明の実施の一形態に基づく双方向コンテンツ生成配信システムのブロック図
である。
【図２】放送プレイリストに新たなイベントが現れるときに起こる処理のフロー図である
。
【図３】イベントがオンエアになるときに起こる処理のフロー図である。
【図４】イベントの双方向コンテンツを検索し、アセンブル、フォーマットするために行
われるステップのフロー図である。
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